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Society5.0 ⽂明の転換点

出典：Keidanren, “Sociery 5.0”, November 13, 2018

https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095_booklet.pdf


Digital Transformation (DX)

出典：⽇本経済団体連合会, “Sociery 5.0（概要）”,  2018年11⽉13⽇

https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/095_gaiyo.pdf


Google Mobility Data からみる3⽉の⽇本の⾃粛









出典：COVID-19 感染予測（⽇本語版）

https://datastudio.google.com/c/reporting/8224d512-a76e-4d38-91c1-935ba119eb8f/page/ncZpB?s=nXbF2P6La2M










デジタルトランスフォーメーションの本質は体験価値

最⼤多数の最⼤幸福を
実現する“モノ”の提供

1⼈ひとりの価値を捉えて、
個別化と包摂を実現する体験を提供

例：医療分野

医療の価値を高めるため

の データ利活用・共有 自然災害時に被災者を

ケアするために本人の医

療データを使う場合

例：

感染症患者のデータを

流行を防ぐために用い

る場合

例：

稀な疾患や希少がんに対

するPrecision Medicine

の治療開発を行う場合

例：



The Greatest Happiness of The Greatest Diversity
最大“多様”の最大幸福へ

The Greatest Happiness of The Greatest Number
最大多数の最大幸福から

統治者発想 →⽣活者発想
独占資本発想 →データ共有発想
短期収益⾄上主義 →持続可能な社会



A病院
乳腺外科

1.治療時の情報の入力

2．推奨される治療法の確認，
適用外の治療への注意喚起
有効な術後治療の提案

→今後ゲノムタイプ/フェノムタイプデータ
を加えることで、目の前の個人に対する
最善の医療を実現することが可能となる

中央システム



21世紀の新しい基本的⼈権
1⼈ひとりを軸にしたオープンなデータ活⽤、データアクセス権の確⽴





新型コロナウイルスについては、⼈々が必
要とするような良質な情報がWeb上に存在し
ない状況もあります。また⼀時期は不適切
ではなかった情報が、科学のアップデート
により不適切な情報になるということや、
その逆も頻繁に起こります。治療薬やワク
チン、効果のある予防法、ウイルスの病態
など、多くの情報が⼊り乱れるなかで、
⼈々を誤情報から守るためには、様々な専
⾨性やビジネスが集い、信頼を共創する必
要があります。

専⾨家チームは⼈々にどの様な情報が必要
か、信頼できる情報の評価基準は何か等と
いう点からアドバイスを⾏います。また良
質なコンテンツの拡充や検索体験の改善に
よって、どのようなインパクトが⼈々や社
会にもたらされたのかについて科学的な観
点から評価を⾏います。既にGoogle Blogで公
開された以外にも多くの⼈々、⽴場から協
⼒を表明して頂いています。今後は⼿続き
を経て、チームを拡張していく予定です。

COVID-19 Information Value Improvement and Link project (CIVIL project) 

 

 
 

監修

コンテンツ事業者

コンテンツ作成

優良な医療関係情報の提供

ユーザーの検索内容に対して
適切な情報がない場合
Question Hubを通じて

協力を依頼

検索より信頼性の高い
情報を入手

CIVIL
Project

Yahoo! Japan



出典：Google Japan Blog, 2020 0年7⽉7⽇、
https://japan.googleblog.com/2020/07/Google-works-with-
medical-experts-to-improve-access-to-authoritative-
information.html



スマホアプリ（OSアプリは統一）

運動
万歩計

食事
内容、カロリー

Person-centered Open PLatform 
for wellbeing (PeOPLe)

介護・リハビリ・検

診データ

ウェアラブル・センシング
環境センシング

GPS
位置情報
（見守り）

自覚症状
熱っぽい、
鼻水など

天候、気温

湿度、気圧

花粉

黄砂

Biobank

血漿
組織

診療情報

（EMR）
レセプト

診断・治療・サービスの質に関するデータ 睡眠

服薬記録

本人から、データ開示のための

鍵を預かっている場合は、開示
レベルに応じ情報を確認

医療専門職

（医師、歯科医師、
薬剤師、ケアマネージャ等）

開示レベルに応じた鍵

本人

登録情報の活用

開示レベルの設定
開示者の設定

民間企業、行政、アカデミア

データの活用
・営利目的
・公衆衛生
・研究…等

住民

参加同意

基礎情報の登録
性別、生年月日
住所、電話番号等
収入カテゴリ、家族構成

Level 1
Level 2

Level 4

Level 0

テーラーメイド
情報配信

健康情報配信
薬情報検索

副作用報告・配信
機能

費用対効

果分析

その他各社

サービスとの連携

Level 1

地域医療

連携

利用手続き

A
P

I

目的別DB切り出し
（多くの場合匿名化）

ステークホル

ダー別ブース

Level0：機微性高 ～ Level4：機微性低

健康作りサポートア
プリケーション

電子お薬手帳
副作用管理も含む
飲み忘れ防止機能

Level 3

地域包括ケア連携
サポート機能

診断・治療サポート
機能

治療決定・セカンドオ
ピニオン・疼痛管理

サポート

疾患メカニズム分析、専門医認証、

創薬、安全性管理、費用対効果分析、
地域医療連携など目的別にDBを構成



出典：第108回社会保障審議会医療保険部会 資料2−1、平成29年 11⽉８⽇、厚⽣労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000183858.pdf


出典：WHO Guideline: recommendations on digital interventions 
for health system strengthening, 2019

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/




Cloud と AI で実現する Digital Health Platform

保険、製薬 EMR, 
レガシーシステム

ゲノムデータ
医療画像 PACS

オンプレデータウ
ェアハウス
ビッグデータ
分析エンジン

遠隔監視用のデバイス ウェルネス・フィ
ットネス
デバイス

患者用モバイルや
タブレットアプリ

外部データ
SNSなど

デジタルヘルスのためのプラットフォーム
医療・介護・健診等のデータを一元管理

資料提供：グーグル・クラウド・ジャパン



医療に関するデータを容易に統合

オミックス研究者 医用画像

➔ Cloud Life Sciences API
➔ Variant Transform
➔ DeepVariant

➔ AI Platform ➔ AI Platform & Cloud AutoML

➔ Cloud Healthcare API 
(DICOM)

臨床データ

➔ AI Platform              
(Cloud ML, AutoML, 
DialogFlow*)

➔ Healthcare API (DICOM, 
FHIR, HL7v2)

資料提供：グーグル・クラウド・ジャパン



Empowered data analysts to build 
advanced analytics solutions at scale and 
speed, accelerating ML model 
development by 5x to 10x

Helped detect Alzheimer’s onset 
months or years in advance with 
improved predictive accuracy

Ayin Vala
Co-Founder & 
Chief Data Scientist

BigQuery is revolutionizing 
our work. It’s 100x faster 
than the in-house server we 
used before, allowing us to 
analyze 100x larger datasets.

Foundation for Precision Medicine advances early detection of 
Alzheimer's with machine learning

Automated data cleansing processes to free 
up 70% research team’s time for science

資料提供：グーグル・クラウド・ジャパン



Portal Telemedicina uses AI to bring healthcare to community 
hospitals and clinics

Processes 500,000 exam diagnostics 
in approximately 2 seconds using GCP  

Created a Data Warehouse in the cloud
for clinical data collected using 
BigQuery, allowing for increased 
insights into diagnostic data

Integrates Cloud ML Engine and 
TensorFlow to increase diagnostic 
prediction from 65 to 95% accuracy

Google Cloud Platform is way more 
flexible and modular to move things 
around, and the deployment cycle, 
which used to take 2 weeks, now 
takes about 20 to 30 minutes.

Rafael Figueroa
CEO, Portal Telemedicina

資料提供：グーグル・クラウド・ジャパン



UK Biobank chose Seven 
Bridges

FinnGen chose BC 
Platforms

資料提供：グーグル・クラウド・ジャパン



Society 5.0: New codes for health and wellbeing

Saving Lives

Empowering Lives

Connecting 
Lives

病院単位のケア

感染症重視

若年世代

コミュニティを軸に

したサポート

生活習慣病対策

高齢世代

過去 現在 Society 5.0

People-centered
世界との連携により、いつでも、

どこでもサポート

Re-invent our Lives
生きるを再発明する。魅力的な生き方が、

自然と健康につながる

Leaving no one behind
疾病や格差があっても、だれもがその人

らしく生きることができる





さまざまなサルコペニアの判断基準



満漢全席、ヌーベルキュイジーヌ、
ニューノルディックキュイジーヌ、、、その先は？



医療だけでなく、あらゆるデータを活⽤して社会を拓く
「生きる」を再発明する

データサイエンス・情報基盤：Person-centered Open Platform for wellbeing

Life Design

魅力的な生き方を追求する中で、自然

と健康になることができる。

格差や病気があっても、それを人生
の障害と意識することがない。

Community Support

身近な環境で科学的根拠に基づいた

適切なサポートを受ける事ができる。

難しい判断が生じた場合、高度な対応

が必要とされる場合に迅速に最善の

組織に連携。

Advanced Care
組織間の連携により、世界最高の
診断・治療・介護を提供する。

Global evidence と local real
world dataを組み合わせて、目の前
の個人に最適の治療や介護を行う。





今の再⽣産数（R0）は1の段階なので、ある⼈によって感染となる
のは、「⼀⼈」のみです。1つの感染経路で⼀⼈が別の⼈を感染させ
る話で、これはある⼈が別の⼈に感染する平均値です。

感染する⼈が1.1⼈になれば10⽉までに集中治療室の数を想定した保
健システムの容量レベルに達します（医療崩壊になります）。1.2⼈
になれば、すなわち全員が20%多く感染しますと7⽉には医療システ
ムの限界に達します。1.3⼈になると6⽉には医療システムの限界に
達します。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策
に関するメルケル⾸相のスピーチより



いのち消さない「 SDGs」から
いのち輝く「 Sustainable Shared Values」へ

CODE OF Liberty and Freedom of Choice

CODE OF Health and Well-being

CODE OF Peace, Safety and Human Security

CODE OF Working, Trust and Economic systems

CODE OF Food, Water and Sanitation

CODE OF Infrastructure, Energy and Environment

CODE OF Learning and Education

CODE OF Equality, Neutrality and Fairness

CODE OF Partnerships, Community and Society

4
5



データ×多様な価値（Shared Values） いのち輝く（Well-being）

ワクワク／安らぐ／

つながり／誇り／深まる

働く／遊ぶ／食べる／

寝る／運動する／学ぶ

Shared
Values
価値 DFFT

Date Free Flow  
with Trust

いのち・健康

イノベーション・自由

安全・平和

信用・経済

食文化

環境・海洋・宇宙

学習・教育

公正・多様性

Well-being
いのち輝く

Architecture of  
Shared Values

Re-invented  
our Lives
「生きる」を

再発明する

いのちを響き合わせて創る、多様な社会
その世界を共に体験する中で、⼀⼈ひとりが輝く



Society 5.0とは

社会、経済、⽂化、技術を、
多様な価値から再構成する

⽂明の転換点
第三期のルネッサンス

経済合理性、Wellbeingだけで
なく、
Better Co-beingを⽬指す時代

Human beingから
Human Co-beingの時代へ
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